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「納涼例会」  

    ～湯～とぴあ宝～ 

8月第１例会 8月 10日（木）17：00～20：00 

  

 今年の納涼例会は「湯～とぴあ宝」で開催、中学

生バスケットボール大会の露橋 SC 会場から JR で

笠寺まで行き、さて湯～とぴあ宝はどこかと眺め、

歩き出したがニホンガイシスポーツアリーナの中

へ迷い込んでしまいました。 

  

 湯～とぴあ宝は夏休みの期間だからか家族連れ

で一杯、幼児が館内を走り回っていました。 

 東海のメンバーは風呂好き、開会前にそれぞれ 

入浴はすませていましたが、中には風呂嫌いもいて 

時間まで館内をうろうろ、煙草を一服，二服。 

 ２階の紅梅の間で本日の出席は 12 名、鍋をつつ

きながら和やかに懇談がすすみました。 

 太田君は翌日の甲子園での中京大中京の応援に

深夜のバスで行くとのこと（母校ではないが）、若

いって素晴らしい。 

 閉会後はシャトルバスで金山まで、ポツポツと雨 

が降り出し、途中では大降り、新瑞橋で降りた大島

君、服部君はずぶぬれ、池野君は新瑞橋で降りるの

をやめて金山まで、金山では雨もやみ加減でした。 

 浅野君、長谷川君はもう一度風呂へ。 

十勝のじゃがいも 申し込み 9月 6日（水）まで 

クラブファンド作りの恒例のじゃがいもファンド

は申し込みの期日が迫っていますので 6日（水）ま

でに特別会計の橋爪君へ連絡してください。 

じゃがいも 10㎏（男爵・農林 31号）1,900円 

カボチャ 10㎏または 3種詰 10㎏  2,600円 

第 27回アジア太平洋地域大会に参加して 

             鈴木孝幸 

 タイのチェンマイで開かれたアジア大会に参加

してきました。 

 名古屋からは 2名、私と名古屋クラブの相馬さん

で、総勢 250 名でした。東西日本区からは 100 名

近くの参加でした。 

 お国柄か時間に無頓着で、スケジュールはいつ始

まって、いつ終わったのかまったくわかりませんで

した。そんな中、谷川さん（大阪センテニアル）が

本当に親切丁寧に誘導して頂き、スムーズに参加で

きました。国際委員の岡野さんや国際書記の西村さ

んたちの頑張りには本当に敬服しました。 

 ただ残念だったのは昔は国際大会に行けばブラ

ザークラブの人達に会えましたが今回は誰一人参

加していませんでした。今後東海も高齢化して参加

者が少なくなりますから、若いメンバーが気楽に国

際大会に参加して、世界に友達の輪を作ってくれる

ことを願っています。 

＜大会期間中パクチーやレモングラスが苦手な私

にとって悲劇でした＞ 

※Welcome to Yeosu Korea! Yes,We Can Change! 

 2018年 8月 9日（木）～12日（日） 

第 73 回ワイズメンズクラブ国際大会は韓国の

YeosuのExpo Convention Centerで開催されます。 

学童キャンプ（第 3期）訪問記 

のつもりでしたが調整がつかず東海クラブからは

だれも行けず、名古屋クラブの渡辺真悟君、川本龍

資君、グランパスクラブの荒川恭次君が 8 月 24 日

～26日に日和田キャンプ場に行きました。3人とも

ベテランのリーダーでしたからきっと食後のキャ

ンプソングの指導に活躍したことでしょう。なお、

矢場とんの鈴木孝幸君から各期に豚肉の提供があ

りました。おいしい豚汁がキャンパーを喜ばせたと 

思います。各期とも天候はかなずしも良くなかった

けれどきっと良い思い出を作ったと思います。 
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第 61回名古屋 YMCA市内中学生 

バスケットボール大会（男子の部） 

＜第 47回ロータリー杯（女子の部）も＞ 

 

名古屋YMCA市内中学生バスケットボール大会は 

今年も男子98校、女子106校の参加で8月2日（水） 

から 13日（日）の間、9日間で開催された。 

 開会式は 8月 2日（水）9：45、守山スポーツセ 

ンターで行われ、決勝戦、表彰式は 8月 13日（日） 

稲永スポーツセンターで行われた。 

※日程と会場 

8月 2日（水）：守山スポーツセンター（SC） 

        東スポーツセンター 

8月 3日（木）：緑 SC 稲永 SC 

8月 4日（金）：市体育館 中 SC 緑 SC 

8月 5日（土）：緑 SC 中 SC 守山 SC 露橋 SC 

8月 6日（日）：枇杷島 SC 千種 SC 

8月 10日（木）：稲永 SC 露橋 SC 

8月 11日（金）：千種 SC  

8月 12日（土）：稲永 SC 

8月 13日（日）：稲永 SC（準決・決勝・表彰式） 

  

＜開会式での中村総主事の挨拶と前年度優勝校日 

比野中学から優勝旗返還。＞ 

 東海クラブのメンバーから大会プログラムへ広 

告を出稿していただきありがとうございます。 

＊㈱広企プロモーション（服部敏久君） 

 ㈱ヤマセイ（山田英次君） 

 ㈱矢場とん（鈴木孝幸君） 

他に名古屋クラブの河部君、川本君、鈴木学君など 

も広告を出稿して頂きました。 

 実行委員長の長谷川君は準備の段階からスタッ 

フの西野さん、実行委員の鈴木和代先生に協力し 

連日会場に詰めて運営にあたりました。加藤明宏前 

総主事は開会式と最終日の表彰式に、川本龍資君は 

開会式に、木本元総主事と吉田一誠君は表彰式に参 

加、東海の浅野（猛）君は 5日と 6日に、橋爪君と 

鷲尾君は表彰式に参加していただきました。 

 決勝戦は女子の部は長良中学の連覇、男子の部は 

共に初優勝を目指す南光中学と名古屋中学でスピ 

ードとシュートの正確さに優る南光中学が優勝し、 

48回以来の決勝進出を逃がした東海中学は 3位で 

した。閉会式での教員指導者協会の会長の挨拶では 

「中学時代には選手として出場し、教員となって監 

督となり、今、会長として挨拶をしている」とのお 

話が印象的でした。61回の歴史を感じました。 

 

 

優勝の長良中学にメ 

ダルの授与を鷲尾君、

橋爪君、吉田君にお手 

伝いしていただきま 

した。 

  （八木武志・記） 

 

※秋の根の上まつりに参加しましょう。  

 10月 9日（月・祝）10：30～根の上キャンプ場 

山村君によりメインロッジの床を修理しました。

参加申し込みは根の上を愛する会の八木武志君

まで、詳しい問合せは浅野猛雄君まで。 
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お誕生日おめでとうございます 

メ  ン  9月 6日   鷲尾文夫君 

9月 12日  浅野麻琴君 

9月 27日  長谷川和宏君 

  9月 28日  橋爪良和君 

結婚記念日おめでとうございます 

 

今月の西日本区強調月間 

Menettes 

「各クラブでメネット例会を企画し、メネットの参

加を促しましょう。国内プロジェクトへの理解を深

めましょう。」 

       西日本区メネット事業主任 

中道京子君（神戸クラブ） 

 

8月第 2例会報告 17日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 7名  

①9月第 1例会：9月 14日（木）ラ・スースANN 

18：45～20：30 担当：大島孝三郎君 

 卓話「夢の国アイスランド」 

 講師：夏目勝弘氏（元駐アイスランド大使） 

 南山クラブと合同例会 

②今後の予定： 

 日韓ユースセミナーin名古屋：8月 15～20日 

 （19日矢場とんで歓送会の予定） 

 学童キャンプ③：8月 21日～26日  

名古屋クラブチャーター記念日納涼例会：8月 27

日（日）愛知牧場（日進市米野木南山） 

 第 21回中部部会・金沢クラブ 70周年記念例会： 

 9月 18日（月・祝）金沢ニューグランドホテル 

 9月第 2例会：9月 21日（木） 

名古屋YMCA大会；10月 1日（日） 

 秋の根の上まつり：10月 9日（月・祝）根の上 

 10月第 1例会：10月 12日（木）担当：柴田君 

③長谷川会長からの提案事項 

 今年度重点プログラムの確認：チャリティーラン 

 南山ピースフルサンデー（南山バザー） 

 じゃがいもファンド 

 DBC交流会：11月 11日（土）・12日（日）東山

荘（御殿場クラブからの提案）奈良クラブとの調

整後決定 

④学童キャンプ 

 ワイズメンとしてはリーダーの代わりはできな

いが物心のサポートをできるだけしたいので3期

の学童キャンプに差し入れをもって訪問したい。 

 長谷川会長と同行できる人募集 

⑤第61回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー

ル大会は 13日に決勝戦と表彰式が行われた。 

 中部ホームページと3ページの記事をご覧くださ

い。 

 

◎例会・行事の出席者 8月出席率 15／17 88.2％ 

 7月 28日：名古屋YMCA市内中学生バスケット

ボール大会準備会 長谷川・八木 

 8月 2日～6日：名古屋YMCA市内中学生バスケ

ットボール大会 浅野猛・長谷川・八木 

8月 10日：第 1例会（納涼例会） 

  浅野猛・池野・大島・太田・柴田・橋爪・長谷

川・松本・八木・山田・鷲尾 メークアップ：

浅野麻・鈴木孝・山村 

 8月 10日～13日：名古屋YMCA市内中学生バス

ケットボール大会 橋爪・長谷川・八木・鷲尾 

 8月 17日：第 2例会  浅野猛・柴田・鈴木孝・

長谷川・八木・山村・鷲尾 

   

◆2017～2018年度クラブ役員 

会 長：長谷川和宏 副会長：鷲尾文夫 書記：八

木武志 直前会長：浅野猛雄 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：池野輝昭 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：八木武志 

YMCAサービス・ユース：太田全哉・大島孝三郎・

柴田洋治郎・服部敏久  ＥＭＣ：鷲尾文夫・鈴木

孝幸・山田英次・長谷川和宏  地域奉仕・環境：

鈴木一弘・池野輝昭・浅野猛雄  国際・交流：山

村喜久・橋爪良和・遠藤彰一  ブリテン編集：松

本 勝（コーディネーター）・八木武志・浅野猛雄・

浅野麻琴  メネット連絡員：松本淳子 

 

◆西日本区委員・中部役員 

西日本区区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部地域奉仕・環境事業主査：浅野猛雄 

中部直前監事：長谷川和宏 

中部次期部長：柴田洋治郎 

◆広義会員：浅井秀明 

 功労会員：野村秋博 

                                                 


